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第803回例会
◆本日のプログラム
『会員卓話』

ゲイリーＣ.Ｋ.ホァン
田 中 俊 實 （鹿屋 ＲＣ）

平成27年3月19日(木)19：30～（溝口年度 第34号）

担当：プログラム

学校法人三浦学園 大崎幼稚園 副園長
三浦 昌平 君

【志布志みなとRC】
3/25（水）特別休会
【きもつきRC】
3/26（木）観桜会の為

18：30～

《スマイル報告》
本部、営業統括部へ転勤となりました。
・それでこそロータリー
◆ロータリーソング
２年間ありがとうございました。
・四つのテスト唱和
楽しい２年間でした。
有満 悦朗
本日のスマイル10,000円でした。ありがとうございます！
◆会務報告
☆社会奉仕委員会運営・活動計画原稿作成のお願い 有満君（鹿児島銀行大崎支店長）が、転勤となりました
提出期限・・・4/10（金）
２年間ありがとうございました！
☆2015年国際ロータリー年次大会
参加旅行募集案内送付のご案内
8月 会員増強及び拡大月間
☆ハイライトよねやま 180号
9月 基本的教育と識字率の向上月間
☆お礼と送り状 （第２期ＲＬＩ-2730 パートⅠ）
10月 経済と地域社会の発展月間
☆週報を頂きました
・志布志 ・志布志みなと
11月 ロータリー財団月間
12月 疾病予防と治療月間
☆九州野球大会の件（アンケート）
1月 職業奉仕月間
☆名称変更のお知らせ
鹿児島城西ＲＣ・鹿児島サザンウィンドＲＣ
2月 平和と紛争予防/紛争解決月間
例会場・・・（旧）鹿児島東急イン
3月 水と衛星月間
↓
4月 母子の健康月間
（新）鹿児島東急ＲＥＩホテル
5月 青少年奉仕月間
住所・・・・・（新）鹿児島市中央町5-1
6月 ロータリー親睦活動月間
鹿児島東急ＲＥＩホテル内
【次回例会のご案内】
《３月例会変更のお知らせ》
＊＊例会＊＊
【串良RC】
３月26日（木） １９：30～ 相信大崎旧店舗２Ｆにて
3/30（月）観桜会の為 18：30～ 細山田保育園にて
プログラム「観桜会」
担当：平野君
※フェローシップ委員は19：00集合です（準備）
27名
44.44% 鹿屋西
会員数
出席率
月 16 通常例会 昼 23 通常例会 昼
出 3 出席数
14名 3 出席数
12名 串良
月 16 通常例会 昼 23 通常例会 昼
席

／ 出席率

51.85% ／

修正出席率

66.67% 志布志
志布志みなと

水 18 17日へ 夜 25 特別休会

修 楠田・久徳（博）・竹下

鹿屋

水 18 通常例会 昼 25 通常例会 昼

正 新小倉

かのや東 木 19 通常例会 昼 26 通常例会 昼

12 欠席者: 安楽・大野・豊住

5 メークアップ： 市坪・久徳誠

報

出 玉田・松永・今福・有満

告

席 福留・小野・上村・三浦
竹下・白山

火 17 合同例会 夜 24 通常例会 昼

きもつき

木 19 会場変更 昼 26 観桜会 夜

そして、ロータリーの基本が例会にあることは言うまで
もありません。
活気ある例会の実現を図らねばなりません。すなわち、
「活かそう例会」と致します。
３月１２日（木）例会
会長エレクト 宮脇 誠
３月７～８日に開催されました会長エレクト研修セミナ
ー（ＰＥＴＳ）へ参加してきました。

ＰＥＴＳへの参加はとても貴重な２日間となりました。野
中ガバナーエレクトの設定されたサブテーマを掲げ暗
中模索しながら、2015-16 年度を頑張っていきたいと思
います。会員のみなさんのご協力宜しくお願い致しま
す。

2015-16 年度の私たちのテーマは「世界へのプレゼ
ントになろう」です。
2015-16 年度国際ロータリー Ｋ.Ｒ.“ラビ”ラビンドラン会
長の挨拶を一部ご紹介致します。
地位や身の上にかかわらず、才能、知識、能力、努力、
そして献身と熱意など、誰でも与えることのできる何かを
持っているはずです。私たちは、ロータリーを通じてこ
れらを世界にプレゼントすることで、誰かの人生に、そし
て世界に、真の変化を起こす事ができるはずです。
「人は手を閉じて生まれ、手を開いて世を去る」、また
「己の才能は、天から授かったもの」と言われます。です
から私たちは、その授かりものをお返しするのです。
私たちは皆、この世に生まれ、何でもつかみ取ろうとし
ますが、この世を去るときにはすべてを残していきます。
ロータリーを通じて私たちは、いつまでも続く本物の何
かを残す事ができるでしょう。
私たちに与えられた時間は今です。
この機会は二度と訪れるものではありません。

2015-16 年度 野中ガバナー公式訪問（案）
2015 年 10 月 1 日（木）夜の予定です
訪問要項
17：00～17：40 会長・会長ｴﾚｸﾄ、幹事懇談会
17：50～18：20 入会 3 年未満の会員、女性会
員,会員の配偶者との懇談会
18：30～19：30 例会

「世界へのプレゼントになろう」

19：30～19：50 記念撮影・休憩

国際ロータリー第2730 地区 野中玄雄ガバナーエレクト
のご挨拶の中で、ＲＩテーマ実現へ向けての「地区モット
ー（サブテーマ）」の設定がありました。下記の通りです。

19：50～20：50 クラブフォーラム

ともかくも、地区とクラブは、年度成功に向けてＲＩテー
マの実現に向けて舵を切らねばなりません。
つきましては、その方向をより明確にするために、私は
「地区モットー（サブテーマ）」を設定します。
“奉仕は力！活かそう例会”
ロータリーの基本理念は「超我の奉仕」「最も良く奉仕
するもの、最も多く報いられる」です。他者への奉仕（利
他）が、結局は自分自身への活力となり、発展をもたら
すとの理念を「奉仕は力」と表現するものです。

クラブフォーラムについて
テーマ：「奉仕は力！活かそう例会」
・「ふるさと自慢、クラブ自慢」
～地域社会への奉仕とアプローチ～
・「こうすれば、会員増強？」「どうすれば出
席率アップ？」～課題克服の妙案～
・「家族に、職場に、ロータリーメッセージ！」
～ロータリーファミリーの拡大に向けて～
※各 10 分程度、3 名の会員より発表をお願いします。

